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■機械警備事業

弊社独自のセキュリティプランニングにＳＥＣＯＭ・ＡＬＳＯＫ・CSP のインフラを使用

■防犯カメラ事業

周辺環境・建物構造・人的要因・犯罪データを分析し有効かつ適正な位置へ設置

■総合メンテナンス事業

消防設備点検・工事から AED 設置に至るまで全てのメンテナンス業務の取扱い
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http://www.h3.dion.ne.jp/~mrc/

（NPO 法人）さいたま起業家協議会

http://www.saitama-kk.org/

（社団法人）千葉東法人会青年部

http://www.chibahojin.jp/

（社団法人）倫理研究所千葉市中央区倫理法人会

http://www.rinri-chiba.org/

（内閣府認証 NPO 法人）日本危機管理学総妍

http://www.kikikanri.jp/gathering.html/

（公益財団法人）モラロジー研究所

http://www.moralogy.jp/
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（財団法人）アイメイト（盲導犬育成）協会

http://www.eyemate.org/

はやてレスリングプロダクション ＤＲＥＡＭＥＲＳ

http://blog.livedoor.jp/wdream1/
2012 年（平成 24 年） 2 月 11 日（土）
WRESTLING DREAMERS

2012 FIRST CONTACT

新木場１ｓｔ ＲＩＮＧ 開場 11：30 試合開始 12:30

今年も本当に色々な出来事がありました。
3.11 の東日本大震災は原発の影響から未だ終焉を垣間見ることが出来ません。
被災された方々をはじめ、今なお避難生活を余儀なくされる方々、大切な肉親を亡くされた方々には心か
らお悔やみ申し上げます。
さて、国の来年度予算案が発表されましたが、またまた尋常ではない借金依存を重ねる始末です。
本当にこの国の政治家は利権やしがらみの呪縛からどうにかなってしまっているようです。
大阪を本気で変えようとする橋下徹市長と辛口正統派の石原慎太郎東京都知事。
地方から国を良くすると信念を持って本気で取り組んでいる二人にこの国を委ねたいと思っているのは間
違いでしょうか？
この二人がこれからの日本再生のキーパーソンであると思います。

代表取締役
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渡邉院長には 2006 年開業以来、機械警備および消防設備点
検でお世話になっています。
医療法人化は今後、介護事業を広げる構想があり、その際法
人でないと介護へ参入できないことから将来を見据えた措置
です。
渡邉院長の専門は脳神経外科で、頭痛・めまい・脳卒中・認知
症・糖尿病・高脂血症等の生活習慣病になります。
最新設備の CT スキャンを完備し精密検査を行います。
リハビリテーション科もあり、リハビリの専門スタッフは 5 名、職員総数 12 名と多くの人員を揃え患者さん
のケアを第一に考えます。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
病院というのは、患者さんが最後の砦と思い来院するものであり、期待が大きい分、喜ばれることも多い
のですが、期待に添えなかった場合の反動が大きく責任が重くなります。
反面、クリニックは患者さんの期待度もそこまで大きくないのですが、近所にありいつでも気楽に相談でき
るといメリットもあります。
そのうえで渡邉院長の考える他クリニックとの差別化は町の医院＋アルファを常に目指すこと。
検査の内容も含め頭から足先まで全てを賄い、適切な治療により病気を早期に発見できるよう日々努め
られています。開業から 5 年が経過し、以前は病院へ紹介状を書いていた軽い肺炎も現在は早期に診断
をつけ当院で治療も行い、＋アルファの幅が格段に大きくなっています。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
私も 11 月中旬から 2 週間ほど頭痛が続き、心配になり先日渡邉院長の診察をお願いしました。
CT と X 線で脳と首を観ていただき、原因は首の第四・第五節が若干変形しており、そのため肩こりが発
生しやすく頭痛に繋がっていたためとわかりました。
また、CT を行った結果、全く自覚症状のない畜膿症であったことも判明・・・。
細部にわたり脳と首の現状をとても丁寧に説明していただき安心と理解を深めることが出来ました。
皆様も年に 1 度は脳ドックをを受けられ、自分の体の現状を把握しておかれると良いでしょう。
その際は、丁寧な診察とこころのふれあいを大切にされるる『わたなべ医院』をお勧めいたします。
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
医療法人社団木かげ会 わたなべ医院

http://www.myclinic.ne.jp/nabefuku_iin/pc/info.html

東京都江戸川区江戸川 4-22-4

電話 03-3656-3232

診療科目

内科・脳神経外科・外科・リハビリテーション科

診療曜日

月・火・木・金・土（土午前のみ）

提携病院

松江病院/日本医科大学附属病院/葛西昌至会病院

休診は水・土午後

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
渡邉国博院長 紹介

日本脳神経外科学会専門医/日本脳卒中学会専門医/医学博士

趣

ジョギング

年 2 回ほどフルマラソン出場

1994 年

日本医科大学

卒業

1994 年

日本医科大学附属病院

脳神経外科勤務

1997 年

国立国際医療センター

脳神経外科勤務

2001 年

松江病院 脳神経外科

部長

2003 年

博慈会記念総合病院

脳神経外科 医長

2004 年

松江病院 脳神経外科

部長

2006 年

わたなべ医院

開業

味
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～東京ディズニーランドの中にあるレストランでのお話です～
若い夫婦が二人でそのレストランに入りました。
店員はその夫婦を二人がけのテーブルに案内しメニ
ューを渡しました。するとその夫婦はメニューを見ずに
『お子様ランチを 2 つ下さい』
とオーダーしたのです。
店員は驚きました。
なぜなら、ディズニーランドの規則で、お子様ランチを提供できるのは 9 歳未満と決まっているからです。
店員は、
『お客様、誠に申し訳ありませんが、お子様ランチは 9 歳未満のお子様までと決まっておりますので、ご注
文はいただけないのですが・・・』
と丁重に断りました。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
すると、その夫婦はとても悲しそうな顔をしたので、店員は事情を聞いてみました。
『実は・・・』
と奥さんの方が話し始めました。
『今日は、亡くなった私の娘の誕生日なんです。私の体が弱かったせいで、娘は最初の誕生日を迎えるこ
とも出来ませんでした。子どもがおなかの中にいる時に主人と
“3 人でこのレストランでお子様ランチを食べようね”
って言っていたんですが、それも果たせませんでした。子どもを亡くしてから、しばらくは何もする気力もな
く、最近やっと落ち着いて、亡き娘にディズニーランドを見せて三人で食事をしようと思ったものですか
ら・・・・・』
店員は話を聞き終えた後、
『かしこまりました』と答えました。
そして、その夫婦を二人掛けのテーブルから四人掛けの広いテーブ
ルに案内しました。さらに、
『お子様はこちらに』と、夫婦の間に子供用のイスを用意しました。
やがてそのテーブルには、お子様ランチが 3 つ運ばれてきました。
その店員は笑顔でこう言いました。
『ご家族で、ごゆっくりお過ごし下さい・・・』
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
この夫婦から後日届いた感謝状にはこう書かれていました。
「お子様ランチを食べながら、涙が止まりませんでした。まるで娘が生きているように、家族の団らんを味
わいました。こんな体験をさせていただくとは、夢にも思っていませんでした。
もう、涙を拭いて生きていきます。また来年も再来年も、娘を連れてディズニーランドに行きます。
そしてきっと、この子の妹か弟を連れて行きます」
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
さて、、この店員の行動は明らかに規則違反です。
しかし、この行動について上司からおとがめを受けることはありませんでした。
なぜなら、この店員はディズニーランドが最も重視しているルールに従って行動したから。
それは、
『お客さんに夢と感謝を与えること』だから・・・。
【記事提供 ギブアンドギブメルマガ 小島彰裕氏・志賀内泰弘氏】
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場 所

埼玉県草加市松原団地駅前

日 時

平成 23 年 11 月 22 日（火）01 時 03 分ごろ

内 容

窃盗(自転車盗)

社是：お客様の満足度

駅前にあるマンションの屋内駐輪場。
翌日は祝日を良いことに遅くまで飲んでいたサラリーマン風の男。
終電に間に合い自宅まで帰る足を得るため、錠の掛かっていない自転車を物色している様子。
錠の掛かっていない自転車を窃取し逃走したもの。（犯人逮捕にご協力下さい）

撮影隊が砂漠の奥深くで作業をしていた。
ある日、インディアンの老人がやって来て監督にこう言った。
「明日は雨だ」
翌日、雨が降った。
一週間後、あの老人がまた監督のところに来ると、
「明日は嵐だ」
と言った。
翌日、嵐となった。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
「あのインディアンはすごいな。」
監督は感心した。
そこで秘書にあの老人を雇って天気を予測させるよう命じた。
しかしながら、何度か予報を的中させると、老インディアンは、二週間姿を現さなかった。
とうとう監督は、インディアンの家に使いを出した。
「明日は大事な場面を撮影することになっている。君をあてにしているんだ。明日の天気はどうだろう？」
インディアンは肩を竦めた。
「分からない・・・ラジオが壊れた・・・」

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
今月の K-PURO ニュースいかがでしたか？
今月の良い話は読んでいてとても感動したお話です。皆さまに 1 年の感謝を込めてお送りします。
お客様満足は当り前・・・。
お客様に少しでも感動を与えることができる会社を目指したいと思います。
来年もよろしくお願い申し上げます。
注：プロ太とは、写真のＫ－ＰＵＲＯ番犬です。（体長 10 メートル・体重 1 トン・無敵無敗）
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